
第EU1号  混合物及び練り生地並びにケーキミックス
(平成30年12月21日関税割当公表第EU1号第9)

グローバル・ビジョン株式会社 東京都中央区日本橋茅場町二丁目７番６号

株式会社ジビエ 東京都港区西麻布三丁目１番２５－６０５号室

東京ヨーロッパ貿易株式会社 神奈川県横浜市西区北幸２丁目９番３０号

兼松株式会社 東京都港区芝浦一丁目２番１号

ピュラトスジャパン株式会社 東京都港区北青山二丁目１１番９号

コストコホールセールジャパン株式会社 神奈川県川崎市川崎区池上新町三丁目1番4号

株式会社富士エコー 千葉県市川市塩浜二丁目12番地

フリゴスカンディア株式会社 東京都港区六本木一丁目10番3号

株式会社神戸物産 兵庫県加古郡稲美町中一色883番地

イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

株式会社アルカン
東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号盛田ビルディン
グ

パシフィック洋行株式会社 東京都杉並区久我山四丁目５番１１号

トップ・トレーディング株式会社 大阪市浪速区幸町二丁目２番２０号（清光ビル）

株式会社セコマ 北海道札幌市中央区南９条西５丁目４２１番地

株式会社イナブコトレーディング 兵庫県宝塚市亀井町１２番４０号

（順不同）

第EU2号  主として小麦で作られた調製食料品
(平成30年12月21日関税割当公表第EU2号第9)

ピュラトスジャパン株式会社 東京都港区北青山二丁目１１番９号

株式会社　ブルボン 新潟県柏崎市駅前一丁目3番1号

三井物産株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目1番3号

株式会社アルカン 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号盛田ビルディング

（順不同）

第EU5号  コーヒー、茶の混合物、調製食料品及び練り生地
(平成30年12月21日関税割当公表第EU5号第9)

ピュラトスジャパン株式会社 東京都港区北青山二丁目11番９号

フリゴスカンディア株式会社 東京都港区六本木一丁目10番３号

パシフィック洋行株式会社 東京都杉並区久我山四丁目５番11号

野村貿易株式会社 大阪府大阪市中央区安土町一丁目７番３号

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山二丁目５番１号

ＤＫＳＨジャパン株式会社 東京都港区三田三丁目４番19号

トップ・トレーディング株式会社 大阪府大阪市浪速区幸町二丁目２番20号

宮田製菓株式会社 愛知県名古屋市中村区名楽町三丁目19番地

株式会社ワイズ 愛知県名古屋市千種区御棚町一丁目32番地の１

株式会社新潟吉田食品 新潟県加茂市大字下高柳549番地

株式会社ワイエスブレイン 愛知県名古屋市中区千代田三丁目33番25号

株式会社ヨシダコーポレーション 愛知県愛西市大野町郷西108番地

有限会社ワイエスティー 愛知県日進市岩崎町岩根94番地の17

株式会社ラクト・ジャパン 東京都中央区日本橋二丁目11番２号

三菱食品株式会社 東京都大田区平和島六丁目１番１号

イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

（順不同）
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第EU6号  調製食料品
(平成30年12月21日関税割当公表第EU6号第9)

ＤＫＳＨジャパン株式会社 東京都港区三田三丁目４番19号

株式会社デニオ総合研究所 東京都世田谷区下馬五丁目29番16号

大和貿易株式会社 兵庫県神戸市中央区野崎通三丁目３番13号

株式会社パーカーコーポレーション 東京都中央区日本橋人形町二丁目22番１号

（順不同）

第EU7号  ぶどう糖及び果糖
(平成30年12月21日関税割当公表第EU7号第9)

ＤＫＳＨジャパン株式会社 東京都港区三田三丁目４番19号

住商フーズ株式会社 東京都千代田区一ツ橋一丁目２番２号

帝人株式会社 大阪市北区中之島三丁目２番４号

（順不同）

第EU8号  調製食料品
(平成30年12月21日関税割当公表第EU8号第9)

株式会社サイゼリヤ 埼玉県吉川市旭２番地５
パシフィック洋行株式会社 東京都杉並区久我山四丁目５番11号
月島食品工業株式会社 東京都江戸川区東葛西三丁目17番９号
筑波乳業株式会社 茨城県石岡市泉町６番１号
オハヨー乳業株式会社 岡山県岡山市中区神下565番地
丸永製菓株式会社 福岡県久留米市東櫛原町猿楽田1821番地
ＤＫＳＨジャパン株式会社 東京都港区三田三丁目４番19号
正栄食品工業株式会社 東京都台東区秋葉原５番７号
今中株式会社 大阪府大阪市道修町一丁目４番８号
株式会社明治 東京都中央区京橋二丁目２番１号
株式会社神戸物産 兵庫県加古郡稲美町中一色883番地

（順不同）

第EU9号  調製食料品（しょ糖の含有量が全重量のうち50％を超えるものに限る。）及びココア粉
(平成30年12月21日関税割当公表第EU9号第9)

三井物産株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目１番３号
物産フードマテリアル株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町二丁目７番８号
大和貿易株式会社 兵庫県神戸市中央区野崎通三丁目３番１３号
株式会社ロッテ 東京都新宿区西新宿三丁目20番１号
三菱食品株式会社 東京都大田区平和島六丁目１番１号

（順不同）

第EU11号  でん粉等
(平成30年12月21日関税割当公表第EU11号第9)

帝人株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁目２番４号
ＤＫＳＨジャパン株式会社 東京都港区三田三丁目４番19号
三幸食品株式会社 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目16番７号
豊田通商株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目９番８号

（順不同）

第EU12号  低脂肪調製食用脂
(平成30年12月21日関税割当公表第EU12号第10)

株式会社ブルボン 新潟県柏崎市駅前１丁目３番１号
北日本羽黒食品株式会社 新潟県柏崎市駅前１丁目３番１号

（順不同）



第EU13号  無糖ココア調製品
(平成30年12月21日関税割当公表第EU13号第10)

カバヤ食品株式会社 岡山県岡山市北区御津野々口1100番地

片岡物産株式会社 東京都港区新橋6丁目21番6号

株式会社グローバルウォーク 神奈川県横浜市旭区四季美台15番地１

高梨乳業株式会社 神奈川県横浜市旭区本宿町５番地

株式会社不二家 東京都文京区大塚2丁目15番6号

三井物産株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目1番3号

大和貿易株式会社 兵庫県神戸市中央区野崎通三丁目3番13号

物産フードマテリアル株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町二丁目7番8号

株式会社明治 東京都中央区京橋二丁目２番１号
（順不同）

第EU14号  無糖ココア調製品（チョコレート原料用）
(平成30年12月21日関税割当公表第EU14号第9)

株式会社明治 東京都中央区京橋二丁目２番１号
（順不同）

第EU15号  無糖れん乳
(平成30年12月21日関税割当公表第EU15号第10)

金原フーズ株式会社 東京都大田区東糀谷５－５－２５
横浜太平商事株式会社 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町 ９３０８番地２２
中部創商株式会社 愛知県刈谷市野田町 東出口64番地
スクーナー商事株式会社 東京都中央区築地6丁目4番5号 シティスクエア築地４階
株式会社スノーベル 北海道札幌市白石区 流通センター　七丁目２番２３号
株式会社ＡＷジャパン 東京都千代田区内神田1-3-8
株式会社　海商 静岡県浜松市南区新貝町 ２３９－１
広洋食品株式会社 奈良県奈良市五条 １丁目１５番３２号
松田恵理子 東京都港区東麻布２－６－３  FJ.AZABU 301
高橋直樹 東京都江東区深川1-6-7
石井商事運輸株式会社 神奈川県横浜市神奈川区 羽沢町６４５番地１
森永エンゼルデザート株式会社 神奈川県大和市西鶴間6-22-10
三東食品株式会社 東京都台東区鳥越一丁目１３番１号
木次乳業有限会社 島根県雲南市木次町木次769番地5
みの食製菓株式会社 岐阜県加茂郡八百津町八百津８３４７番地

（順不同）



第EU16号  ホエイ
(平成30年12月21日関税割当公表第EU16号第10)

堀江経一 東京都港区六本木2-1-11-402
株式会社イワサ 福岡県福岡市博多区半道橋 二丁目７番33号
株式会社カネヒロ 神奈川県横浜市神奈川区 千若町2-1-48 2F

株式会社プログレス・インターナショナル
大阪府大阪市中央区北浜３丁目
５番２２号 オリックス淀屋橋ビル804号

株式会甲賀ＯＶＯ 滋賀県甲賀市甲南町市原２４４－１ (株式会社 三宝工業内）
株式会社ｋｉｚｕｎａ 東京都中央区銀座8-10-17
松田恵理子 東京都港区東麻布２－６－３ FJ.AZABU 301
小澤美穂子 東京都豊島区南大塚1-49-2-401
徳吉光明 東京都台東区浅草1-15-9
千代田物産株式会社 東京都杉並区高円寺南二丁目３番３号
株式会社Ｐａｓｅｏ 愛知県名古屋市中川区 荒子２丁目２３４番地
株式会社ゼロン 大阪府大阪市北区梅田 １丁目３番１－２００
協同乳業株式会社 東京都中央区日本橋小網町17-2
石井商事運輸株式会社 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 ６４５番地１
株式会社　クリア商会 東京都台東区三ノ輪1-21-4
株式会社　アン・エンタープライズ 東京都港区港南2-16-4
株式会社ビーイング 東京都中央区銀座２－１１－５
株式会社ナリヅカコーポレーション 東京都港区白金台1-2-16
株式会社サンフルート 東京都練馬区桜台1-33-17
東振化学株式会社 東京都中央区八重洲一丁目7番4号
佐々木化学工業株式会社 東京都品川区西五反田4－24－1
長野牛乳株式会社 長野県長野市稲里町田牧１５４８番地
株式会社扇雀飴本舗 大阪府大阪市中央区瓦屋町2-5-2
ブン・トータルサービス株式会社 神奈川県横浜市中区海岸通 四丁目２３番地
久木田薬品工業株式会社 東京都中央区日本橋本町４－２－１０
服部コーヒーフーズ株式会社 宮城県仙台市青葉区本町 一丁目３番２１号
ＬＯＰＳ株式会社 東京都品川区上大崎 ２―１５―１９―７０５
株式会社日清煉乳 静岡県田方郡函南町肥田４８３－１
有限会社オネスト 東京都日野市百草９２０－７３
株式会社ナチュラルキッチン 愛知県名古屋市西区名駅２丁目 ２７番３９号
株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島2-3-18
エムワイケミカル株式会社 神奈川県平塚市東八幡1丁目8番13号
有限会社ウィズ 神奈川県横浜市中区柏葉106番地11

（順不同）

第EU17号  バター、脱脂粉乳、粉乳、バターミルクパウダー及び加糖れん乳
(平成30年12月21日関税割当公表第EU17号第10)

浜常食品工業株式会社 富山県射水市七美６１番地

松浦裕之 東京都品川区南大井１－１７－７－２０９

堅展実業株式会社
東京都千代田区内幸町１－１－１帝国ホテルタワー５Ａ
－１

有限会社章雄物産 福岡県福津市福間南３丁目１７－１８

藤村由美 東京都調布市深大寺東町１－１７－１ KドルフⅢ１－２

荒山紀子 東京都港区東麻布３－５－１－３０４

株式会社協栄商会 東京都中央区築地６－１－８

下関唐戸魚市場株式会社 山口県下関市彦島西山町4-11-39

株式会社　メリータイムフーズ 東京都中央区銀座２－１０－６

なのはな製乳株式会社 愛知県豊橋市東大清水町56

有限会社イー・ティー・ジェイ 東京都練馬区氷川台３－２６－８

岡山砂糖株式会社 岡山県岡山市北区天瀬４－３１

道南食品株式会社 北海道函館市千代台町１４番３２号

トツプ・トレーディング株式会社 大阪府大阪市浪速区幸町二丁目2番20号（清光ビル）

服部コーヒーフーズ株式会社 宮城県仙台市青葉区本町一丁目３番２１号

近藤乳業株式会社 神奈川県藤沢市川名２－６－１０

トフコ株式会社 千葉県鎌ヶ谷市軽井沢1995番1

（順不同）



第EU18号  粉乳（チョコレート原料用）
(平成30年12月21日関税割当公表第EU18号第9)

不二製油株式会社 大阪府泉佐野市住吉町1番地

石屋製菓株式会社 北海道札幌市西区宮の沢2条2丁目11-36

大東カカオ株式会社 東京都目黒区下目黒2丁目3番地23号

（順不同）

第EU19号  チーズ
(平成30年12月21日関税割当公表第EU19号第10)

株式会社ＹＫＭＰ
東京都渋谷区恵比寿西2-7-2
ウインズビル３Ｆ

株式会社エヌ・ビー・アール 東京都青梅市柚木町2-292-9

ワーナンブール・チーズ＆バター株式会社 東京都中央区銀座8-9-11

足柄乳業株式会社 神奈川県足柄上郡中井町岩倉字上ノ原２７０番地１

株式会社　徳岡 大阪府大阪市中央区南船場３－５－２６

八ヶ岳乳業株式会社 山梨県北杜市小淵沢町６８９７番地

株式会社ハーチュアル 東京都港区西麻布１－１０－２西麻布10番館

世界チーズ商会株式会社 大阪府大阪市中央区天満橋京町3番6号

シリウスオーシャン株式会社 東京都中央区銀座四丁目14-6

株式会社紀尾井コーポレーション 東京都千代田区麹町2-5-2半蔵門ハウス204

株式会社エム・シー・フーズ 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号国際ビル6階
サヴァンシアフロマージュ＆デイリージャポン
株式会社

東京都千代田区九段南２－９－４

久田　早苗 東京都国立市中1-16-45

ガルフ食品株式会社 東京都中央区築地4-1-9

有限会社　オーレ物産 千葉県流山市南流山２丁目８番１０号エライヤ２１０

株式会社ナリヅカコーポレーション 東京都港区白金台1-2-16

株式会社ワイエスブレイン 愛知県名古屋市中区千代田３－３３－２５

マリンフード株式会社 大阪府豊中市豊南町東４－５－１

株式会社森永生科学研究所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１－１６

森永市場開発株式会社 東京都港区芝５－３３－１森永プラザビル４Ｆ

荒山　紀子 東京都港区東麻布３－５－１－３０４

メグレ・ジャパン株式会社 東京都中央区銀座1－15－4

明治チューインガム株式会社 愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目8番地
オラフリン・ファイン・ケミカルジャパン株式
会社

千葉県柏市柏２－１０－２ザ柏タワー４０３

株式会社ナチュラルキッチン 愛知県名古屋市西区名駅２丁目２７番３９号

雪印ビーンスターク株式会社 北海道札幌市東区苗穂町六丁目1番1号

フリゴスカンディア株式会社 東京都港区六本木1-10-3

株式会社エフ　アール　マーケティング 東京都港区三田２－１０－６レオマビル４階

株式会社ユーラス 神奈川県平塚市めぐみが丘1-21-10

峰貿株式会社 東京都千代田区麹町二丁目5番地20

株式会社マツヤ 大阪府大阪市浪速区立葉2-2-23

チェスコ株式会社 東京都新宿区四谷本塩町5番1号

株式会社ＡＣトレーディング 東京都港区赤坂９ー７ー２

株式会社ＣＨＡＭＰＳ 福岡県福岡市博多区那珂6-1-18

日本製乳株式会社 山形県東置賜郡高畠町大字糠野目字高野壱694番地1

株式会社長良園 岐阜県岐阜市北鶉４－３０

株式会社日本アクセス 東京都品川区西品川一丁目１番１号

コストコホールセールジャパン株式会社 神奈川県川崎市川崎区池上新町３－１－4

株式会社フードライナー 兵庫県神戸市東灘区向洋町東4-15-19

株式会社宝幸 東京都品川区大崎２－１－１

エムケーチーズ株式会社 神奈川県綾瀬市落合北1-1-1

有限会社ノスティミア 茨城県那珂市後台1808-5

イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

株式会社エフ・エフ・シー 東京都府中市西府町3-37-5

（順不同）


